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宛てに、「農業経営に関する意向調査アンケート」（注2）
を送付した。この目的は「今後の農業経営に関して、

2004年10月23日夕刻、新潟県中越地方を中心に大地

農家の皆様の意向などについて確認し、これからの農

震が襲う。棚田が連なる山あいの村、山古志（現長岡

業復興に役立たせたい」ことにあった。

市山古志地区）も一瞬にして壊滅、弧絶する。直ちに

この調査によると、帰村後の作付けに関し、回答し

村長は全村避難を決断。大型ヘリコプターで人々が村

た276人中172人（62.3％）が「復興後は水田を再開した

を脱出する光景は、当時のテレビの映像、あるいは地

い」、76人（27.6％）が「水田は無理としても畑（自家

震の朝、3匹の子犬を産んだ「マリ」の実話に基く映画

消費分）は作付けしたい」と答えている。この時点で

「マリと子犬の物語」（猪俣隆一監督・「マリと子犬の物

は住民たちの多くが、営農を継続する意欲は失ってい

語」製作委員会・2007年12月全国ロードショウ）など

ないことが分かる。

で映し出された。この日から住民にとり苦難の避難所・

アンケートに付記された住民たちの意見・要望のい

仮設住宅くらしが始まる。仮設にはピーク時で563世帯、

くつかを引用してみよう。

1756人が暮らした。しかし2007年の末までには、最後
まで残った世帯もすべて退去し、帰村した山古志住民

・田 畑山林などは外に持ち出すわけには行かない。一

は村再生に向かって懸命に歩み始めた。そして明けて

刻も早くもとの棚田風景の山古志に戻して欲しい

2008年。地震から4度目の春が来る。山古志の農業はこ

・せめて自給自足の小規模でも復旧したい

の時から本格的に再始動した。

・早期復旧・個人負担の軽減
・山古志米は美味いので、来年戻って米作りをしたい。
これが復興だと思う

1. 「奇蹟の農園」

・作 付け可能な農地は作付けできるよう配慮して欲し
い。1、2年休耕すると意欲がなくなるし農地も荒れ

最長3年にもわたる仮設くらしで、住民たちの多く

てしまう
・春になったら1枚だけでも米の作付けをしたい。そう

が仮設地近くに造成された農園で、野菜の自給にいそ
しんだことは、既に前報で報告した

（注1）

。その後の調査

することが一日も早い山古志の復興に繋がる。春に

結果を含め、この「仮設の庭」について再度論じるこ

は避難解除をして、農業ができるように行政の力に

とにしたい。

期待したい

仮設くらしが始まった直後の2004年12月末、村当局

いずれも早期の帰村・営農再開を強く望んでいる。

はこの年に水田農業実施計画書を提出した住民（477人）

さらに以下のような具体的提案もあった。
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・山 古志の復興を考えるとき、稲作は大変重要になる

の予算として整備費用を捻出することは困難と判断せ

と思う。養鯉、畜産は後継者もおり経営的にも個人

ざるをえなかった。そこで別の方法が考え出される。

経営が可能と思われるが、稲作は農地を復旧するだ

それは水田の転作補填金を活用することだった。

けでは生産継続が難しい。農地の集約や請負いの組

震災前から、各農家に支払われる転作補填金は集落

織など誰が主体となるのか明確にしていく必要があ

ごとにプールされ、共用施設の維持費などとして使わ

る。若い人たちが継続できる環境を作れるかが帰農

れていた。村内の米作り農家により構成される水田農

への判断基準になる

業推進協議会の席上、これらの補填金の一部を仮設で

PROJECT 2

・早 急な農道確保。できるところからやることでみん

の農園整備費用として活用することが確認される。こ

なのやる気を引き出すようにする。水田だけでなく

うして仮設地に隣接した二つの「いきがい健康農園」

畑作も検討課題とする。適地適作の作物の勉強会を

がスタートすることになった。被災の翌年、2005年5月

冬の間にすると次に進みやすい。村全体に農業＋観

のことである。

光（民宿）を強力に進め、現金収入の道を確保する

農園を利用する住民たちは「山古志に元気に帰ろう

・畜産を再開させるため畜舎建設の土地を確保したい。

会」を結成。農園はこの「会」の自主運営に任される。

団地化を進めた方が良い。水田に関しては現状復旧

先の住民へのアンケート調査では、「避難期間中に限り

するところと、被害の大きいところは土地の交換な

村以外で農地を確保できるとしたら」という問に対し、

ど合理的に復旧して欲しい

回答した218人中「作付けしたい」はわずか31人（14.2％）
にすぎず、159人（72.9％）が「山古志以外での作付け

これらの提案は、復興を単なる復旧と考えるのでは

は考えていない」と答えている。一刻も早い帰村を熱

なく、災いを転じて村の農業をより永続性のあるもの

望していた当時の住民たちは、仮設くらしの長期化と

へ変革していこうとする強い姿勢が感じられる。

そこでの耕作活動はとてもイメージできるものではな

一方この時点で村当局は、早急の帰村は困難であ

かったのだろう。しかし仮設くらしが長引くことが避

り、仮設くらしは長期化すると判断していた。そこで

けられなくなり、実際に隣接地に農園が整備されると、

当時の村役場の農政担当者は、長引く仮設くらしで住

多くの住民たちがそれを積極的に利用するようになる。

民の営農意欲が減退することを懸念し、それを防ぐた

二つの農園合計の利用者数は、以下のようであった。

め、仮設地に付属する農園整備の必要性を強く感じて
いた（注3）。
その頃、仮設がある長岡市内のロータリークラブや
別の土地所有者から農地提供の話しが舞い込む。しか

2005年

168人（世帯） 287区画

2006年

151人（世帯） 240区画

（1区画10ｍ×10ｍ）

しそれらの土地は仮設から遠く、また農地法上のクリ
アーが困難との判断で話しはまとまらなかった。一方

両年共、全世帯の約30％が農園を利用したことにな

（注4）

長岡市役所農林部

から仮設地に隣接する市有地（運

る。1世帯あたりの平均利用区画数は1.6 ～ 1.7区画。面

動公園建設予定地・3ｈａ）活用の提案があった。さらに

積で200㎡弱である。07年は避難指示継続集落の一部住

別の耕作放棄地（1ｈａ）の所有者からも無償貸与の申し

民だけの利用であったため記録が残されていないが、

出があった。この土地は所有者と利用者（山古志住民）

当初の3分の1程度だったという。

との直接的契約という形で農地法の制約はクリアーで

私たちが2008年3月に実施した山古志地区全世帯を対

きることが分った。こうして「仮設の庭」構想は実現

象としたアンケート調査（注5） によると、農園利用者の

に向け一歩前進する。

通園頻度は、週1 ～ 2回が19.5％、3 ～ 4回が41.6％、5

しかしライフラインの復旧を最優先課題と考える当

～ 6回が26.0％、毎日が13.0％であった（いずれも全回

時の村当局は、農園建設は時期尚早と判断。そこで村

答者に対する割合。「不明」を除く。以下同じ）。農園
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での1日あたりの作業時間は、1 ～ 2時間が72.2％、3 ～

哲夫

土に触れることでほっとできました
・庭 に咲く季節の花々。農園の作物。いずれも作るこ

4時間が16.7％、5時間以上が11.1％。農園が近距離に整
備されたことで、滞園時間は長くないとしても、足繁

と、育てることの楽しさ、心の安らぎ、ストレス解消、

く通った様子が分かる。

食することの喜びを与えてくれました
・農 園があったおかげで生きがいができました。そこ

作付けされたのは各種野菜類、イモ類、マメ類など。
それらの自給度は、100％が7.5％、75％が23.4％、50％

に行けば必ず誰かがいたので楽しみになりました。

が32.7％、25％が31.8％、0％が4.7％であった。200㎡程

農園がなければ何もすることがなくボケたと思いま

の面積の農園は、1世帯が必要とする蔬菜類の自給には

す
・畑 は近くで歩いていける場所だったので助かりまし

かなり有意義であったことが分かる。

た。面積も希望通りに借りることができたので、山

同 じ ）、「 村 で は 野 菜 な ど は 自 分 で 作 っ て い た か ら 」

古志にいる時と同じ作物を作ることができたのは何

89.0％、「新鮮な野菜を食べたかったから」67.0％、「健

よりも嬉しく、生きがいでした。庭にはいつでも採っ

康維持のため」64.0％、「時間をもてあましていたので」

て間に合わせられる野菜を作る場所があってよかっ

47.0％、「家計費の節約のため」39.0％、「友人と交流し

たです
・畑 仕事は山古志の人にとっては生活の一部で、なく

たかったから」36.0％などであった。また農園を利用し
て良かった点を聞くと、
「健康維持ができた」80.0％、
「隣

てはならないものでした。農園を提供して頂いて、

人との交流ができた」81.0％、「食べ物の自給ができた」

生活にハリができたし、土に触れている安心感があっ

75.0％、「土に触れられ精神的に安定した」71.0％、「家

たと思います
・農 園は毎日手を差し伸べてやればしっかりと答えて

計費の節約になった」44.0％などであった。
一方山古志地区の住民が収容された仮設地では、プ

くれる。やってはじめて何でも覚えていく。虫が嫌

レハブの長屋に沿って細長いスペースが確保されてい

いとか、土が嫌いとかいう人は農園は無理です。土

た。このスペースは積雪期の堆雪場として必要だった

に触れることが大事だと思った。自分で作ったもの

が、「大地とのつながりが生きる力となっているお年寄

を口にした時の美味さは、スーパーのものとは全く

などに配慮して」畑としても利用できるよう、新潟県

違うということが強く分かりました

の設計担当者があらかじめ確保したものだ（注6）。案の定、
雪が融けるとここにも「いつのまにか」ずらりと菜園

1995年1月に起きた神戸・淡路大地震。この時、4万

（注7）

が並んだ

。ここは台所と直結する自給空間になった。

8300世帯の人々が6年もの仮設くらしを余儀なくされ

仮設の「庭」について住民たちが感じたことを、以

た。そしてその仮設くらしで、233人もの被災者が“孤

下私たちのアンケートから抜粋してみる。

独死”を遂げたといわれている。しかし山古志村民の
仮設での孤独死はゼロだった。そのことに果たした庭
や農園の力は想像する以上に大きかったに違いない。

・夫 とよく畑方面に散歩に出かけ、キュウリやトマト
などの収穫をしていましたが、二人暮らしなので大

彼らの農園は“奇蹟の農園”だったのである。

変なこともあったが、デイサービスやショートステ

農園は住民たちに、「人と土」の結びつきの強さを再

イに連れて行ってもらった後はすぐ畑に行き、ゆっ

確認させ、さらに「人と人」の結びつきの大切さもあ

くり畑の手入れをやったり、周りに誰もいない時は

らためて知らせてくれた。これらの農園が証明するこ

大きな声で歌を歌ったり、近所の方が来ていれば話

とは、人のくらしは「土」、そして「人」との密接な関

しができたりして、落ち着いた心の癒しになりまし

係の中で初めて確かなものとなるということだった。

た

この「奇蹟の農園」は、県や村担当者のプロフェッショ

・狭い施設の中にいるよりも太陽の下でのんびりでき、

ナルとしての高い見識と、それに応えた多くの住民た
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2.「自給する村」

PROJECT 2

ちの熱意が生み出したのである。
不幸にも災害が起き、住民たちが長期にわたる仮設

「自給」とは、地域の資源と、そこに住む人間一人

くらしを余儀なくされる場合、「仮設」が文字通りプレ

ひとりの力量を最大限活かし、人々が手を携えて暮ら

ハブの仮住まいとならないよう、それまでのくらしを

していくことである。山古志の住民たちはかつてから

できるだけ再現するものであることが望ましい。そこ

そのように生きてきた。被災前もそして帰村した現在

で暮らすことになった人々の生活を支える様々な機能

も、住民たちの行う農業はまず自らのくらしを支える

を併せ持つということ。役場、郵便局・・・。店舗、理・

“自給農業”であることに変わりがない（注1）。この自給

美容店・・・。集会場・・・。医療・介護施設・・・。

農業を中核として、村全体が「自給する村」として持

そして山古志住民たちはそこに「庭」の存在が不可欠

続的に存在していく仕組みを発見すること。それが村

（注8）

にとって、そして私たちの研究にとっても重要な課題

誰にとってもくらしの中で、ものを作る機会を得る

となる。この課題をめぐりこれまで検討されてきたい

ことは大切なことである。特に巨大化した都市に住む

くつかのテーマについて、私自身の提案も含めて以下

人間は、自然に働きかけ、ものを作ることをすっかり

記す。

であることを提案している

。

忘れ去っている。すべてが金（かね）で解決できると

（1） 農法

信じ切っているかのようだ。ものを作ることを忘れた
のは、都市住民だけではない。日本という社会全体が
そうなっている。輸入食品が溢れ返るこの国は、自前

農業が本格的に再始動した08年。この年の山古志地

の農業は絶滅寸前。“毒入りギョーザ”を作った彼の国

区での水稲作付面積は105 ～ 110ｈａ。被災前は135ｈａ程

に毒つくヒマがあるのなら、自分の手でギョーザすら

だった（注9）。棚田が連なる山古志の景観は、多くの人々

作れなくなった己の不甲斐なさを恥じ入るべきだろう。

を魅了している。この棚田で米はどのように栽培され

人々のくらしに「庭」を再生させることは、この社

ているのだろう。

会にとり焦眉の課題である。ここでいう「庭」は山古

ほとんどの農家が家畜を手放して既に久しい。手入

志の住民たちの「奇蹟の農園」のように、人々が助け

れの行き届いた林や採草地も村内ではあまり見かけな

合いながら自らの暮らしを自らの手でつくりあげるた

い。農家の多くは、自家製堆肥を活用する有機農法と

めの「拠点」を意味する。私たちの眼の前の一広がり

いうより、市販の化学肥料や農薬を利用する慣行農法

の空間。それが「庭」である。「庭」は人々にその管理

により米作りをしているのだろうか。しかし化学肥料

が任された地球の一部。この地球の一部に働きかける

や農薬をできるだけ使用せず、独自の農法を手がける

ことにより自らの力でくらしを紡いでいく。そんな「庭」

若手の米作り農家も出現している（注10）。これらの農家は、

をすべての人々の手にと、山古志住民の「奇蹟の農園」

特定の消費者向けに独自の価格で販売する自前の流通

は提案している。

ルートにより支えられている。地域全体が慣行農法か
ら脱却するには、これらの熱心な農家の実践に多くの

仮設に設えられた「庭」が、当初村の担当者たちが

農家が触発されることが必要だろう。

企図したように住民たちの営農意欲を真に継続させる

ムギやマメなどの普通作物や蔬菜類の栽培について

機能を果たしたかどうか。それはこれからの村での住

も、自給肥料を活用することが望ましい。稲藁、落ち葉、

民たちのくらしの中で検証されていくことになる。し

草、剪定くずなど地域内の未利用資源を集め、それを

かしこの「庭」であらためて確認された村人たちの「大

みなが協力して堆肥化する。あるいは各農家が小規模

地に寄り添う心」や「相互扶助の精神」こそ、村再生

な家畜飼育を復活させる。かつての村人たちが当り前

の原点であることは間違いない。

のように行っていたこのような「手間のかかる仕事」を、
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どのようにしたら現在の“忙しい”村に取り戻せるのか。

た肉牛生産技術を、そのまま山古志に導入することは

これが解かれなければならない。

できない。山古志の急峻で狭隘な山地を活用した独自
の肉牛生産方式が考え出されなければならない。

（2） 家畜飼育

村内に村で生産された牛肉を振舞うレストランを開
こう。そこは直販所も兼ねる。そのためには市場流通

世界を覆う穀物不足、そしてエネルギー危機。その

の優等生である高価な“霜降り肉”ではなく、自給飼

結果としての輸入飼料の価格高騰。現在の畜産農家の

料により生産コストを下げた低価格の牛肉を生産しな

経営は危機的状態にある。そしてこの状況は今後より

ければならない。山古志で生産された牛肉は、何より

深刻化することはあれ、緩和されることはないだろう。

もまず山古志で食べられるべきなのだから。

（3） 農産物直販

る時にある。その原点とは、人間の食糧にはなりえな
い未利用資源を動物の力で人間の食糧へと“貴化”す
ることだ。

08年、春。村内のあちこちに農産物直販所がオープ

帰村後山古志地区で経営再建された牛農家も、飼料

ンした。その数は被災前より多いという。常設の直販

（注11）

高の影響は深刻である
資源化してくれる

。反芻動物である牛は草を

所は13店、そのうち被災前から営業していたのは5店で

。その牛の特性を活かした粗飼料

あった（注13）。個人の出店もあるが、多くは農家の主婦

（注1）

中心の経営に果たして転換できるのか。

グループによる。扱う品目は、春、秋の山菜、野菜、米、

まず繁殖牛から始めたらどうだろう。夏季は放牧を

漬物など。客は長岡市や三条市など村外の人がほとん

中心とする。被災以後閉鎖したままになっている村の

ど。リピーターはいるが、日常的に利用する客は少な

共同放牧場をより充実したものに再整備することはで

い。客が多いのは村内でイベントがある日や休日。売

きないか。また林内放牧の可能性を探ってみる。村内

上げは多い時で一日2 ～ 3万円、平均すれば1日5000円

に適地を見つけ、まず1、2頭で実験してみる。牛農家

という店が多い。出店者はものを売るというより近所

がやってみても良いし、そういうことならと新たな主

の人と世間話をしたり、訪れた人に道案内や作物の説

体がやってみても良い。行政や畜産試験場などからの

明、調理方法を教えたりと、交流を楽しんでいる。お

支援は不可欠だろう。

茶を振舞う店もある。

粗飼料中心の肉牛生産は、現在の“霜降り肉”万能
の市場制度では困難である。“霜降り”にするには高カ

村の多くの世帯は野菜などの自給畑を持つ。しかし

ロリーの穀物給与が不可欠。粗飼料中心で育てた牛の

休日長岡市内まで食料を買い出しに行く家庭も少なく

肉は脂肪が沈着せず“赤肉”となる。“赤肉”は現在の

ない。村の直販所が充実すれば、村内で生産された農産

市場では安く買い叩かれる。

物を互いに分け合うことが可能になる。またそれが励

“赤肉”生産には、粗飼料に強い品種の選択が不可欠

みになり、村の農業生産は活性化する。このように農

（注1）

だ

。それと共に“赤肉”を美味しく食べてくれる消

産物直販所は「自給する村」で大切な役割を果たし得る。

費者との直結が何よりも必要となる。08年2月、私たち

また直販所は住民のコミュニティーセンター、あるい

の研究グループは山古志の農家と共に、九州視察旅行

はカフェとしての機能を持つ。村外からやってきた人

（注12）

に出かけた

。その折熊本県阿蘇の外輪山で放牧に

たちにとれば直販所は村の“顔”でもある。しかし一

よる肉牛生産に携わる農家の話しを聞くことができた。

方で直販所の“乱立”は、山菜の乱獲を招き山菜が枯

この農家は独自のカット施設を持ち、自前の販売ルー

渇するのではないかとの懸念も指摘されている（注14）。

トを確保し、その確信に満ちた話しは私たちを魅了す

農産物直販所の実態を分析し、それが持続的に定着

るに十分だった。しかし広大な阿蘇の草地を舞台にし

する条件を明らかにすること。これは来春以降の私た
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ちの課題の一つとなっている。

（4） 学校給食

多様な耕作主体・耕作方式の発見

山古志地区帰村時人口1450人、高齢化率41％。今後

PROJECT 2

村の人口はさらに減少し続け、高齢化は一層加速する
帰村後、山古志地区の小・中学校はすべて統合され

と想像される。高齢化と後継者不在に伴う耕作主体の

一つとなった。長岡市立山古志小・中学校である。そ

減少。これから村では耕作放棄が加速度的に進行して

こでは今80人の子どもたちが20人程の教職員と共に学

いくのだろうか。耕作主体の確保。村の存続にとり何

んでいる。学校給食は自校方式。メニューは長岡市一

よりも深刻なこの課題に関し、これまで予備的に調査

律の日と山古志独自の日がある。食材は長岡市場から

してきたいくつかのテーマについて、以下記す。

購入されているが、米については、後述する村の共同

（1） 集落営農

耕作グループ「畑の学校」のメンバーの一人が作った
（注15）

ものが納入されている

。

「自給する村」にとり子どもたちがどのようなもの

住民たちは仮設での共同生活で、困難は互いに助け

を食べて育っていくかは、大切なテーマだ。学校給食

合あうことで乗り越えようという相互扶助の大切さを

でも地域で生産された食材が優先して活用されること

学んだ。村での営農も、互いに協力し合ってやってい

が望ましい。既に全国には学校給食による地域の食材

こう。そのような思いが住民たちに強く湧き起こって

の利用で、地域農業が活性化している事例が少なくな

いた（注17）。帰村後、山古志地区のいくつかの集落で生

い（注16）。

産組合が結成される。仮設くらしがなかったらこのよ
うな構想は芽生えなかったかもしれない（注18）。

給食に食材を提供する農家を募る。全体で一年間の
作付け計画を立て、それに応じてメニューを工夫する。

被害が比較的少なく早期に避難解除となった種芋原、

生産農家、栄養士、調理師が授業にも参加する。子ど

大久保地区には06年、そして全村避難解除後の08年に

もたちを農業の現場、調理の現場に連れ出す。周辺に

は楢木、池谷地区で、それぞれ米作り農家による生産

学校農園を整備する。米作り、野菜栽培、家畜飼育、

組合が結成された。

農畜産物加工・・・。子どもたちは「自給する村」の

池谷地区。被災前は34世帯だった（注19）。地震で全戸

主体として育っていく。学校給食の自給はまさに「自

壊滅。農業機械も全滅した。仮設くらしの中で、帰村

給する村」のシンボルに相応しい。その実現は緊急の

後米作りをどのように再開するか延々と議論を重ねた。

課題ではないか。

帰村後も議論は続き、結論は生産組合を作るというこ
とだった。帰村したのは13世帯。どの世帯も高齢化し

（5） 食生活調査

ていた。生産組合は12戸でスタート。帰村した世帯の
うち非農家4戸を除いた9戸と、村外に移住し“通勤農

住民たちが何をどのように食べているか。それを知

業”を決意した3戸の農家により構成。平均年齢は68歳

ることは住民の健康を考える場合、大切なテーマだ。

であった。

また食材の入手先・入手方法が分れば、地域の食料自

組合は共同の施設と、トラクター・田植え機・コン

給の程度を知ることもできる。住民の食生活調査を、

バイン、乾燥機・籾すり機などを所有する。施設建設

本プロジェクトの他の関連する研究グループと共同で

費や機械購入費用の75％を新潟県の復興基金から援助

実施することを、検討したい。

を受け、残りはこれまでプールしておいた転作補填金
を充てた。機械の共同使用も検討されたが、機械の維
持管理を考え、特定のオペレーターに耕起・田植え・
収穫などすべての機械作業をまかせるということに
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なった。オペレーターとして2名の組合員が名乗りを上

れたテントで直販。メンバーが交代で店に立つ。葉物

げた。いずれも65歳を越えている。水管理・除草など

は漬物にし、市場出荷。余った分はメンバーが経営す

日常的管理は各組合員がそれぞれ担当する。08年、こ

る民宿用として利用する。

うして7ｈａの棚田に米が作付けられた。被災により一時

私自身も共同耕作の長い経験がある。東京都下の遊

は耕作放棄を覚悟していた各農家は、自分の水田で収

休農地を利用し、10家族程の都市住民グループを結成。

穫された米を食べ続けることができたのだ。一方この

1980年代前半のことだ。当時東京都に割り当てられた

年、村外に移住した8戸の農地は結局作付けされなかっ

水田の転作率は高く、都下の多くの水田は実質的に遊

た。この農地を所有者から委託を受け、組合で共同管

休状態になっていた。となれば近隣に住まう都市住民

理できるかどうかが、今後の課題となった。

こそ新たな農地保全・耕作主体として脱皮すべき、と

田植え、収穫・・・。しかし様々な作業機械の出現は

類を越す野菜類や大豆を栽培、10ａ程の水田で米・麦を

村の共同性を解体し、人々の孤立を強いた。その機械

作った。稲藁・落ち葉・台所クズを主体とした堆肥を

をすべて失ったことがきっかけで、池谷の人々は再び

活用。野菜は年間を通じほぼ自給。米の収穫量は2、3

共同性を取り戻したのだ。各農家が助け合いながら営

か月分。小麦は製麺し夏の冷麦用に。大豆から加工し

農を続ける集落営農。現代版「結」とも言えるこの仕

た味噌は年間を通じて自給できた（注22）。

組みの定着は、村存続の一つの鍵となる。

山古志地区のある集落では、集落全体で共同耕作を
行う計画がある（注23）。集落の高齢者たちが野菜を作り、

（2）請負耕作

直販するという。収益は集落の維持費用として活用す
る。共同耕作は集落全体の結束力を生む力ともなる。

大型機械を駆使し、何枚もの棚田で米作りに励むあ

私自身が経験した共同耕作グループの原則は、「力量

る若手の農家。08年、彼の他の農家から請負う水田面

に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける」という

積は前年に比べさらに増え、合計約2ｈａにコシヒカリを

原始共産制そのままの“おおらかな”ものだった。私

（注20）

作付けた

。高齢で後継者不在、さらに被災により

たちの共同耕作はあくまでも自家消費が目的だった。

農業機械を失った農家は多い。彼のような若手の農家

しかし一定の収益を生む事業として共同耕作を展開す

による受託耕作がこれからさらに増えていくことを期

る場合、恐らくこれとは別の原則が必要になるだろう。

待したい。

その原則は、具体的な実践の中でそれぞれのケースに
相応しいものとして発見されていくに違いない。

（3） 共同耕作

「畑の学校」のあるメンバーは、「仮設くらしは楽し
かった」と証言する（注21）。それは彼女が仮設で初めて

農地を共同で耕作し、収穫物を共同で販売する。仮

経験した共同耕作の歓びからにじみ出た言葉かもしれ

（注1）

設で生まれた主婦の共同耕作グループ「畑の学校」

ない。ともあれ共同耕作は“楽しい”ものなのだ。

は、帰村後も健在である。08年春、メンバー 6人で村

（4） 通勤農業

内の45ａの農地に各種果菜類、サトイモなどを作付け
（注21）

た

。この農地はメンバーの一人が所有する5枚の棚

田。ここは地震の影響で水が全く出なくなり、米作り

被災後、他の地に住みかを求めた人たちは100世帯程

が不能になった。米作りは機械化が進み作業がルーティ

いる。移住先の多くは長岡市内という。しかし彼らも

ン化しているが、畑地として利用する場合は手間がか

農地を村内に残している。昨年、彼らは耕作のため村

かる。そこでここを共同耕作の舞台として活用しよう

に通った（その実数は不明）。しかし“通勤農業”はい

ということになった。収穫物は山古志支所前に設えら

つまでもつか。
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離村者は集落の共同作業に参加することは困難であ

つに凝縮された。こうして住民たちは懐かしい山古志

る。通勤農業者の村での存在は微妙だ。彼らを支える

に帰ることができた。この事実が教えるもの。それは、

仕組み作りは緊急を要する。住む場所に依らない、農

課題を共有すること、そして濃密な交流を維持するこ

地（営農）を中心とした新しいコミュニティーが必要だ。

と、この二つがあればどんな困難も乗り越えられる、

先に紹介した池谷地区の生産組合は、通勤農業者も参

ということだ。

加している。この場合でも離農者と帰村者とをつなぐ

山古志地区の住民がこれからのむらづくりに対する

リーダー（しかも若い世代の）の存在が不可欠であろう。

思いを語り合い、自分たちのくらしの将来像の共有化

私たちは通勤農業の実態調査に着手する予定である。

をめざす場の設定が待望される。そこでは男も女も、

PROJECT 2

老いも若きも互いに分け隔てなく学び合う。

（5） 新しい耕作主体を探る

以上のことは研究活動にも言える。個別化と総合化
を往還する回路を失った研究は、真実から遠ざかる。

山古志が永続するためには、何よりも新しい耕作主

私たちの研究も、各グループ間の情報交換、相互討論

体の育成が急がれる。村外の人が村での耕作にどのよ

が欠かせない。

うに関われるのか。“援農”、“通い”、“短期・中長期滞
在”、“移住”、“就農”
・・・。これらの多様な耕作主体・

こうして本レポートを作成して思うことは、私たち

耕作方式を生み出すには、村に多様な仕掛けが必要で

の研究はようやくその方向性が仄見えてきたというこ

ある。援農先の農家、農地、住宅などの斡旋。クライ

とだ。この拙いレポートが私たちの研究グループばか

ンガルテン、農学校の整備・・・。

りでなく、山古志の住民のみなさんの議論のたたき台

この国における“農業崩壊”という現実からみれば、

になれば、幸甚に思う。

「農地を所有する農家が、農業に従事する」という戦後
の「自作農主義」は既に崩壊している。農地の所有・
非所有を問わず、誰でも自由に農業に参加できる新し
いパラダイムの発見。私たちの研究もこの課題に立ち

【注】

向かおうとしている。

（1） 拙著「山古志の農業」（『福祉社会開発研究』No.1・2008
年3月・所収）参照
（2） 山古志村農政推進協議会・山古志村長名で山古志村役場
産業課農政係が送付
（3） 担当者からのヒアリング（2008年10月30日実施）による。
以下同じ
（4） 山古志村は翌年（05年）春の長岡市との合併が決まって
いた
（5） 詳しくは本誌、本グループによる別稿を参照
（6） 担当者のメモ「新潟中越地震 応急仮設住宅設計の概要」
から
（7） 農家からのヒアリング（2007年12月24日実施）による
（8） 詳しくは本誌、本グループによる別稿を参照
（9） 山古志支所の調べによる
（10）注（7）と同じ
（11）農家からのヒアリング（2008年6月7日、8日実施）による
（12）
「長岡市・東洋大学合同プロジェクト 山古志産業再生
チーム視察旅行」（2008年2月8日～ 3月2日）
（13）山古志支所調べ。以下同じ。
（14）注（11）と同じ
（15）農家からのヒアリング（2009年1月15日実施）による
（16）例えば東京都日野市などの事例。詳しくは「学校給食と
連携した農業振興」（根岸久子著・『農業と経済・2000年

おわりに
むら（まち）づくりを推進する力は、何よりもその
構成員一人ひとりの自在で果敢なアクションである。
しかし一方でそれには優れた総合的戦略が欠かせない。
多様な創意が結集し互いに喚起し合い、目指すべき地
平が可視化され、共有される。こうして個々のアクショ
ンは全体の中で相対化され、ともすれば陥りがちな“一
人よがり”や“盲信”から解放され、真の力となる。
個別化（アクション）と総合化（プランニング）。これ
を行きつ戻りつする回路の存在。これこそむら（まち）
づくりの生命線である（注24）。
仮設は“るつぼ”だった。そこで衆知は溶け合い一
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臨時増刊号・マチを耕す－都市農業の未来－』所収）を
参照
（17）注（7）と同じ
（18）注（3）と同じ
（19）以下注（15）と同じ
（20）注（11）と同じ
（21）注（11）と同じ
（22）詳しくは拙著『都市の再生と農の力 大きな街の小さな
農園から』（学陽書房・1993年）参照
（23）注（11）と同じ
（24）拙著「市民はまちづくりのパラダイムを変更できるの
か？」（渡辺俊一編著『市民参加のまちづくり マスター
プランづくりの現場から』1999年・学芸出版社 所収）
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